
 

 

平成27 年3 月25 日 

各位 

会 社 名GMO ゲームポット株式会社 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

 

『ファンタジーアース『ファンタジーアース『ファンタジーアース『ファンタジーアース    ゼロゼロゼロゼロ』』』』「ボイスルーレットⅤ」登場「ボイスルーレットⅤ」登場「ボイスルーレットⅤ」登場「ボイスルーレットⅤ」登場    

さらに現在開催中の『さらに現在開催中の『さらに現在開催中の『さらに現在開催中の『Fate/ZeroFate/ZeroFate/ZeroFate/Zero』コラボレーションの新規イベント開始のほか』コラボレーションの新規イベント開始のほか』コラボレーションの新規イベント開始のほか』コラボレーションの新規イベント開始のほか    

「ヴィラーノルーレット」のラインアップも「ヴィラーノルーレット」のラインアップも「ヴィラーノルーレット」のラインアップも「ヴィラーノルーレット」のラインアップも更新更新更新更新    

オンラインゲームの開発・運営を行う GMO ゲームポット株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：服

部 直人、以下 GMO ゲームポット）は、Windows®用多人数同時参加型アクションロールプレイングゲーム

『ファンタジーアース ゼロ』（ライセンス元：株式会社スクウェア・エニックス）において、3月25日(水)にアッ

プデートを実施いたします。    

    

個性豊かなボイスチケットの出現する「ボイスルーレットⅤ」が登場！個性豊かなボイスチケットの出現する「ボイスルーレットⅤ」が登場！個性豊かなボイスチケットの出現する「ボイスルーレットⅤ」が登場！個性豊かなボイスチケットの出現する「ボイスルーレットⅤ」が登場！    

男女全男女全男女全男女全 10101010 点の新規ボイスチケットを手に入れて、キャラクターの声を変えてみよう点の新規ボイスチケットを手に入れて、キャラクターの声を変えてみよう点の新規ボイスチケットを手に入れて、キャラクターの声を変えてみよう点の新規ボイスチケットを手に入れて、キャラクターの声を変えてみよう    

 

 

本日3 月25 日(水)定期メンテナンス終了後より、「ボイスルーレットⅤ」を開始いたします。 

 

本ルーレットでは、魅力溢れる新規ボイスチケットが男女各 5 点、全 10 点登場します。お気に入りのボ

イスをゲットして、あなただけのキャラクターをカスタマイズしよう！ 

 

さらに、本ルーレットを利用された方の中から抽選で、今回実装されたボイスチケットの声を担当する声

優10 名のサイン色紙をプレゼントするキャンペーンも実施いたしますので、こちらもご期待ください。 

 

        



 

 

■「ボイスルーレットⅤ」ラインアップ■「ボイスルーレットⅤ」ラインアップ■「ボイスルーレットⅤ」ラインアップ■「ボイスルーレットⅤ」ラインアップ    

 

男性男性男性男性    女性女性女性女性    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    クールなクールなクールなクールな青年Ⅰ青年Ⅰ青年Ⅰ青年Ⅰ    

声優：声優：声優：声優：石川石川石川石川    界人界人界人界人    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    熟練した女性兵士熟練した女性兵士熟練した女性兵士熟練した女性兵士ⅡⅡⅡⅡ    

声優：声優：声優：声優：遠藤遠藤遠藤遠藤    綾綾綾綾    

※ボイスコマンド例 

【奇襲注意】それで見つからないと思ったか？ 

【援護】俺が加勢してやるよ 

【謝罪】わ・・・わるい 

※ボイスコマンド例 

【突撃】全軍突撃！遅れずついてきなさい！ 

【後退】後退よ！突撃だけが能じゃないわ！ 

【謝罪】私の判断ミスね、悪かったわ 

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    狂気じみた男狂気じみた男狂気じみた男狂気じみた男ⅡⅡⅡⅡ    

声優：岡本声優：岡本声優：岡本声優：岡本    信彦信彦信彦信彦    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    強気な少女Ⅱ強気な少女Ⅱ強気な少女Ⅱ強気な少女Ⅱ    

声優：声優：声優：声優：植田植田植田植田    佳奈佳奈佳奈佳奈    

※ボイスコマンド例 

【突撃】ハハッ！突撃だぁ！楽しませてくれよ！ 

【後退】あ～あ、後退だ、後退ィ 

【賞賛】なんだぁ？やるじゃねーか、おまえ！ 

※ボイスコマンド例 

【奇襲注意】ほーら！いるのは分かってるわよ！ 

【戦線維持】このラインをキープするわよ！！ 

【賞賛】なによ～思った以上にやるじゃない！ 

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    落ち着いた少年落ち着いた少年落ち着いた少年落ち着いた少年ⅠⅠⅠⅠ    

声優：花江声優：花江声優：花江声優：花江    夏樹夏樹夏樹夏樹    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    ﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾊｲﾃﾝｼｮﾝな少女Ⅲな少女Ⅲな少女Ⅲな少女Ⅲ    

声優：佐倉声優：佐倉声優：佐倉声優：佐倉    綾音綾音綾音綾音    

※ボイスコマンド例 

【奇襲注意】僕の予想が正しければ敵がくる。 

【挑発】その油断が命取りになる。 

【反撃注意】反撃が来るはず、警戒を。 

※ボイスコマンド例 

【突撃】突撃いっくよぉ！あたしが先頭ね！ 

【反撃注意】深追いし過ぎ？反撃には注意だね！ 

【謝罪】ぁう…ご、ごめんってばぁ 

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    好戦的な青年好戦的な青年好戦的な青年好戦的な青年ⅠⅠⅠⅠ    

声優：細谷声優：細谷声優：細谷声優：細谷    佳正佳正佳正佳正    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    活発活発活発活発な少女Ⅰな少女Ⅰな少女Ⅰな少女Ⅰ    

声優：声優：声優：声優：喜多村喜多村喜多村喜多村    英梨英梨英梨英梨    

※ボイスコマンド例 

【突撃】ようし突撃だな！心躍るぜ！ 

【戦線維持】戦線を維持だな、やってやるぜ！ 

【建築物破壊】建築物なんざ、バッキバキだ！ 

※ボイスコマンド例 

【奇襲注意】裏を取ろうなんて 100 年はやーい！ 

【挑発】にっしっし！かかってきなさーい！ 

【拒否】あー、それは出来ない相談だ！ 

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    ぶっきらぼうな男ぶっきらぼうな男ぶっきらぼうな男ぶっきらぼうな男ⅠⅠⅠⅠ    

声優：関声優：関声優：関声優：関    智一智一智一智一    

ﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽﾎﾞｲｽ    素直な少女Ⅱ素直な少女Ⅱ素直な少女Ⅱ素直な少女Ⅱ    

声優：声優：声優：声優：大橋大橋大橋大橋    彩香彩香彩香彩香    

※ボイスコマンド例 

【奇襲注意】なにかいる・・・奇襲に注意しろ！ 

【援護】手をかすぞ！ 

【賞賛】ほう、やるじゃないか 

※ボイスコマンド例 

【後退】あわわわ…いったん下がりましょう！ 

【援護】私でよければ力になります！ 

【賞賛】わあぁ！素敵です！ 

 

【実施期間】【実施期間】【実施期間】【実施期間】    

2015 年3 月25 日（水）定期メンテナンス終了後 から 

2015 年4 月28 日（火）定期メンテナンス開始前 まで 

 

    

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記ボイスボイスボイスボイスルーレット特設ルーレット特設ルーレット特設ルーレット特設サイトサイトサイトサイトをご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。    

http://www.fezero.jp/roulette/20150325limitedroulette/http://www.fezero.jp/roulette/20150325limitedroulette/http://www.fezero.jp/roulette/20150325limitedroulette/http://www.fezero.jp/roulette/20150325limitedroulette/    

    

        



 

 

「ヴィラーノルーレット」更新「ヴィラーノルーレット」更新「ヴィラーノルーレット」更新「ヴィラーノルーレット」更新    

ウォリアー、スカウト、ソーサラー防具と武器ウォリアー、スカウト、ソーサラー防具と武器ウォリアー、スカウト、ソーサラー防具と武器ウォリアー、スカウト、ソーサラー防具と武器 10101010 点が新たに登場点が新たに登場点が新たに登場点が新たに登場    

    
    

本日3 月25 日(水)のアップデートにて、ヴィラーノルーレットのラインアップを更新いたします。 

 

今回のラインアップ更新では、ウォリアー、スカウト、ソーサラーのクラス専用防具と、武器全種が入れ

替えとなります。桜をモチーフとした武器にはエフェクトもついており、季節感あふれる仕上がりとなってお

ります。この機会にぜひ、メルファリアの春をお楽しみください。 

 

■「ヴィラーノルーレット」ラインアップ■「ヴィラーノルーレット」ラインアップ■「ヴィラーノルーレット」ラインアップ■「ヴィラーノルーレット」ラインアップ    

【【【【    防具防具防具防具    】】】】    

男性男性男性男性    女性女性女性女性    

ウォリアー防具ウォリアー防具ウォリアー防具ウォリアー防具    

片肌脱片肌脱片肌脱片肌脱セットセットセットセット    裾素懸威裾素懸威裾素懸威裾素懸威セットセットセットセット    

  

スカウト防具スカウト防具スカウト防具スカウト防具    

千里同風千里同風千里同風千里同風セットセットセットセット    春風駘蕩春風駘蕩春風駘蕩春風駘蕩セットセットセットセット    

  



 

 

ソーサラー防具ソーサラー防具ソーサラー防具ソーサラー防具    

青海波青海波青海波青海波セットセットセットセット    扇面文扇面文扇面文扇面文セットセットセットセット    

 
 

 

【【【【    武器武器武器武器    】】】】    

片手武器セット片手武器セット片手武器セット片手武器セット    

片手剣：片手剣：片手剣：片手剣：宝刀・不断桜宝刀・不断桜宝刀・不断桜宝刀・不断桜    盾：盾：盾：盾：宝鞘・不断桜宝鞘・不断桜宝鞘・不断桜宝鞘・不断桜    

 
 

両手両手両手両手槌槌槌槌：：：：祝鎚・石割桜祝鎚・石割桜祝鎚・石割桜祝鎚・石割桜    大剣：大剣：大剣：大剣：霊刀・彼岸桜霊刀・彼岸桜霊刀・彼岸桜霊刀・彼岸桜    

  

短剣：短剣：短剣：短剣：飾扇・零れ桜飾扇・零れ桜飾扇・零れ桜飾扇・零れ桜    弓：弓：弓：弓：名弓・雲珠桜名弓・雲珠桜名弓・雲珠桜名弓・雲珠桜    

  



 

 

銃：銃：銃：銃：魔銃・初桜魔銃・初桜魔銃・初桜魔銃・初桜    杖：杖：杖：杖：神杖・霞桜神杖・霞桜神杖・霞桜神杖・霞桜    

  

魔導具：魔導具：魔導具：魔導具：幻鳥・豆桜幻鳥・豆桜幻鳥・豆桜幻鳥・豆桜    刺突剣：刺突剣：刺突剣：刺突剣：舞傘・四季桜舞傘・四季桜舞傘・四季桜舞傘・四季桜    

  

手甲：手甲：手甲：手甲：妖手・徒桜妖手・徒桜妖手・徒桜妖手・徒桜    
 

 

 

 

    

詳細は下記ルーレット特設ページをご覧ください。詳細は下記ルーレット特設ページをご覧ください。詳細は下記ルーレット特設ページをご覧ください。詳細は下記ルーレット特設ページをご覧ください。    

http://www.fezero.jp/roulette/http://www.fezero.jp/roulette/http://www.fezero.jp/roulette/http://www.fezero.jp/roulette/ 

        



 

 

『『『『Fate/ZeroFate/ZeroFate/ZeroFate/Zero』とのコラボレーションイベント第』とのコラボレーションイベント第』とのコラボレーションイベント第』とのコラボレーションイベント第 2222 弾！弾！弾！弾！    

好きなキャラクターの陣営に所属して上位を目指そう！好きなキャラクターの陣営に所属して上位を目指そう！好きなキャラクターの陣営に所属して上位を目指そう！好きなキャラクターの陣営に所属して上位を目指そう！    

    
 

本日 3 月 25 日(水)定期メンテナンス終了後から 4 月 8 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

『Fate/Zero』×『ファンタジーアース ゼロ』コラボレーションイベント「For proud Sevne Story 第2弾」を実施

いたします。 

 

■コラボレーションイベント「■コラボレーションイベント「■コラボレーションイベント「■コラボレーションイベント「ForForForFor        pppproud roud roud roud     SevenSevenSevenSeven        Story Story Story Story 第第第第2222 弾」弾」弾」弾」    

『Fate/Zero』のキャラクター、「セイバー・衛宮切嗣」、「アーチャー・遠坂時臣」など、7 つの陣営の中から好

きな陣営に所属できます。所属した陣営の中で戦争に参戦し、多くのポイントを獲得した人にはコラボレー

ション限定称号が獲得できます。 

好きな陣営の中で多くのポイントを獲得して報酬アイテムをゲットしよう！ 

  

【【【【    イベントイベントイベントイベント実施期間実施期間実施期間実施期間    】】】】    

 2015 年3 月25 日(水)定期メンテナンス終了後から 

 2015 年4 月8 日(水)定期メンテナンス開始前まで 

 

    

コラボレーションの詳細は以下の特設サイトをご覧ください。コラボレーションの詳細は以下の特設サイトをご覧ください。コラボレーションの詳細は以下の特設サイトをご覧ください。コラボレーションの詳細は以下の特設サイトをご覧ください。    

http://www.fezero.jp/collaboration/fate_zero_return/http://www.fezero.jp/collaboration/fate_zero_return/http://www.fezero.jp/collaboration/fate_zero_return/http://www.fezero.jp/collaboration/fate_zero_return/    

 

 

～作品紹介～ 

『『『『Fate/ZeroFate/ZeroFate/ZeroFate/Zero』』』』    

    

奇跡を叶える『聖杯』の力を追い求め、七人の 魔術師(マスター)が七人の英霊(サーヴァント)を召喚し、最

後の一人になるまで戦いを繰り広げる究極の決闘劇……聖杯戦争。 

 

三度(みたび)、決着を先送りにされたその闘争に、今また 4 度目の火蓋が切って落とされる。 

それぞれに勝利への悲願を託し、冬木と呼ばれる戦場へと馳せ参じる魔術師たち。だがその中でただ独

り、己の戦いに意味を見出せない男がいた。 

彼の名は――言峰綺礼。 

運命の導きを解せぬまま、綺礼は迷い、問い続ける。なぜ令呪がこの自分に授けられたのか、と。だが戦

いの運命は、やがて綺礼を一人の宿敵と巡り合わせることになる。 



 

 

それが――衛宮切嗣。 

誰よりも苛烈に、誰よりも容赦なく、奇跡の聖杯を求め欲する男だった。 

 

大人気ゲーム『Fate/stay night』では断片的に語られるのみだった、10 年前に起こった「第四次聖杯戦争」

の真実。士郎の養父が、凛の父が、そして若き日の言峰綺礼が繰り広げた戦いの真相が、いま明らかに

なる！ 

 

『『『『Fate/ZeroFate/ZeroFate/ZeroFate/Zero』』』』公式サイト公式サイト公式サイト公式サイト    

http://www.fatehttp://www.fatehttp://www.fatehttp://www.fate----zero.jp/zero.jp/zero.jp/zero.jp/    

 (c) Nitroplus／TYPE-MOON・ufotable・FZPC. 

        



 

 

『ファンタジーアース『ファンタジーアース『ファンタジーアース『ファンタジーアース    ゼロ』についてゼロ』についてゼロ』についてゼロ』について 

『ファンタジーアース ゼロ』は、最大50 対50、合わせて100人のプレイヤーによる、リアルタイムで多人数の戦争を楽しむ

ことができる、オンラインアクション RPG です。 

6つの大陸で構成されている世界『メルファリア』では、常に5つの国の王が覇権を争っています。プレイヤーは、いずれか

1 つの国を選び、王の命に従って仲間と共に大陸の統一を目指して戦います。 

 刻々と変化し続ける戦乱のファンタジー世界の中、大軍勢に切り込んでいくアクションゲームの爽快感、仲間と共に戦い成

長していくMMORPGの楽しさ、そして戦争を組み立てていくリアルタイムストラテジーの奥深さ。オンラインゲームの新世界を

体感してください！ 

 

  

  
(c)2005-2015 SQUARE ENIX CO., Ltd. All Rights Reserved. Licensed to GMO Gamepot Inc.   



 

 

GMOGMOGMOGMO ゲームポット株式会社についてゲームポット株式会社についてゲームポット株式会社についてゲームポット株式会社について 

GMOゲームポットは2001 年5月に設立した、オンラインゲーム等を開発・運営するサービスプロバイダーです。 

他社の追随を許さない高度なゲーム運営ノウハウや、海外開発会社とのリレーションシップを擁しており、幅広く展開する戦略的パートナーシ

ップ、ポートフォリオを組み合わせることにより、日本のオンラインゲーム業界のリーダーとしての地位を確立しております。 

さらに詳しい情報は、ゲームポットの各ホームページをご覧下さい。（ http://www.gamepot.co.jp/ ） 

 

オンラインゲームオンラインゲームオンラインゲームオンラインゲーム    

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/ 

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ 

Wizardry Online http://www.wizardry-online.jp/ 

スカッとゴルフ パンヤ http://www.pangya.jp/ 

トキメキファンタジー ラテール http://www.latale.jp/ 

Livly Island COR http://www.livly.com/ 

フロンティアタクティクス 

戦国武将姫 MURAMASA乱          

http://yahoo-mbga.jp/game/12021183/play 

http://yahoo-mbga.jp/game/12021838/play 

  

スマートフォンアプリスマートフォンアプリスマートフォンアプリスマートフォンアプリ 

わグルま★ http://star.waguruma.jp/ 

Wizardry Schema http://www.wiz-s.jp/ 

    


